
SAKURA Exchange Program in Science 

Center for Fire Science and Technology, Tokyo University of Science, 

Japan 
2014.10.06 

プログラムの目的 
優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技

術の分野で交流を深めることを目指す。そしてアジアの青少年の日 本の最先端の科学技術

への関心を高め、もって日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材

の育成に貢献することを目的とする。 

 

火災科学研究センターでの実施内容 

ベトナムにおける都市建築火災安全に関する高度専門職業人及び研究者の育成 
(Fostering of Advanced Professional Engineers and Researchers for Fire Safety of Urban 

and Building in Vietnam) 

 

期間 2014 年 10 月 7 日（火）-10 月 16 日（木） 

宿泊場所 野田セミナーハウス 

講義 野田セミナーハウスゼミ室 プロジェクター・ＬＡＮ使用 

送出し機関 Urban & Architectural Institute, National University of Civil Engineering 

（ハノイ建設大学） 

招聘人数 学部生・大学院生、及び博士研究者  10 名 

 コーディネータ   2 名  

 ベトナム語通訳   2 名              合計 14 名 

担当者 火災科学研究センター 水野雅之 

 研究推進課（野田） 平田理栄 

スケジュール 

2014 年 10 月 7 日（火） 1 日目 

06:55 成田空港到着 第 2 ターミナル JL752  

09:00 バス乗車 成田空港～柏   

11:30 野田セミナーハウス着 入室 セミナーハウス食堂 

 到着次第 昼食  

14:00- 招聘研究者来日＆オリエンテーション セミナーハウス食堂・ラウンジ 

16：00- オープニングセレモニー セミナーハウス第 1 ゼミ室

 挨拶  福山機構長  

 辻本 誠 

 「国際火災科学研究科の紹介と今回の事業概要」 

18：00-20：00 ウェルカムレセプション セミナーハウス食堂 

17:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

 

 

2014 年 10 月 8 日（水） 2 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 



10：00-11：15 講義 1 「建築防火概論」 セミナーハウス第 1 ゼミ室

 講師：辻本誠 

11：25-12：40 講義 2 「建物火災性状」 

 講師： 大宮喜文 

12:40-13:40 昼食（学食）    

13：40-14：55 講義 3 「火災シミュレーション」 

 講師： 森田昌宏  

15：05-16：20 講義 4 「アジアの高層ビルにおける火災安全上の課題と対策」 

 講師： 小林恭一 

18:00-19:00 夕食  セミナーハウス食堂 

17:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

2014 年 10 月 9 日（木） 3 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

10：00-11：15 講義 5 「避難安全評価」 セミナーハウス第 1 ゼミ室

 講師： 水野雅之 

11：25-12：40 講義 6 「火災事故と耐火設計」 

 講師： 池田憲一 

12:40-13:40 昼食    

13：40-14：55 講義 7 「火災の感知、警報、通報」 

 講師： 山内幸雄 

15：05-16：20 講義 8 「高齢化社会と火災安全」 

 講師： 関澤愛 

18:00-19:00 夕食  セミナーハウス食堂 

17:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

2014 年 10 月 10 日（金） 4 日目 

7:30-8:10 朝食 セミナーハウス食堂 

8:30 セミナーハウス出発 （大型バス） 

10：30-終日 施設見学１ 「アクアライン・川崎市消防局」   

 講師： 小林恭一 

20:00 野田セミナーハウス帰着 （大型バス） 

20:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

 

 

 

 

 

2014 年 10 月 11 日（土） 5 日目  

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

09：10-10：25 講義 9 「各種試験法 1」 火災科学研究ｾﾝﾀｰ実験棟 



 講師： 松山賢     ※国際火災科学研究科学生が計画する 

10：35-11：50 講義 10 「各種試験法 2」 

 講師： 棚池 裕 

11:50-13:00 昼食（学食）      

13：00-16：00 講義 11 （実験）「試験のデモ」 

 講師： 沖永誠治 

18:00-20:30 夕食 ＆ 国際交流行事 セミナーハウス食堂  

17:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

2014 年 10 月 12 日（日） 6 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

9:00 セミナーハウス発 

10:40-11:40 施設見学２  「街歩き見学」 

 江戸東京博物館  

12:00-13:00 本所被服廠跡地（東京都慰霊堂、震災記念館）、関東大震災の被害 

 講師：辻本誠・西田幸夫 

13:00-13:45 昼食 

14:30-16:20 施設見学３ 「本所防災館」  

 講師： 辻本誠・西田幸夫  

22:00 施錠時までに各自セミナーハウスに帰着 

19:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

2014 年 10 月 13 日（月） 7 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

9:00- 各自ワークアウト セミナーハウス出発  

11：00- ワークショップ準備  

  担当： 水野雅之 

22:00 施錠時までに各自セミナーハウスに帰着 

19:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

 

 

 

  

2014 年 10 月 14 日（火） 8 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

9:00- セミナーハウス出発 （大型バス）  

11：00- 施設見学４「新宿高層ビル見学」 

 引率担当：水野雅之 

12:00-13:00 昼食 

14：00-16:00 施設見学５ 「清水建設技術研究所」 

 清水建設担当者（引率担当：水野雅之） 



20:00 頃 野田セミナーハウス着  （大型バス） 

19:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

 

 

2014 年 10 月 15 日（水） 9 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

14：00-17:00 ワークショップ１．２．３ 神楽坂校舎 PORTA 第 3 会議室 

18：00-20：00 クロージングセレモニー 神楽坂校舎 PORTA 理窓会クラブ 

 修了証授与 

2１:30- 野田校舎着  

2１:00-22:00 風呂 

22:00 施錠 

23:00 消灯 

2014 年 10 月 16 日（木） 10 日目 

8:00-8:40 朝食  セミナーハウス食堂 

9:00  セミナーハウス退室 

15:30  各自成田空港へ集合、荷物受渡し、見送り 

18:10  成田空港出国 JL751 


	スケジュール
	13：40-14：55 講義3 「火災シミュレーション」
	15：05-16：20 講義4 「アジアの高層ビルにおける火災安全上の課題と対策」
	13：40-14：55 講義7　「火災の感知、警報、通報」
	15：05-16：20 講義8 「高齢化社会と火災安全」


